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本研究は,現代東京で地域の気候特性を活かした空間設計手法に関する知見を江戸町人地より得ると同時に,建築史の分野においても

夏季の屋外生活空間の熱環境を定量的に明らかにすることを日指し,限定的な条件下ではあるが,江戸時代後期の江戸町人地の町屋敷に

おける空間構成と緑を検討し,これらの影響を定量的に把握することを目的に,複数の町屋敷を対象に夏季表面温度分布を数値シミュレ

ーションより再現し,表 面から周辺大気への顕熱負荷をより評価した。結果,低 層高密な江戸町人地では町屋敷内の樹木よりも明地・空

地の草地が日中の顕熱負荷の低減に貢献すること,お よび全ての町屋敷が夏季の熱帯夜の発生要因となっていないことを確認した。

キー ワー ド 1)江 戸町人地,2)町 屋敷,3)屋 外生活空間,4)再 現,5)数 値 シミュレー ション,

6)緑7)地 表面被覆,8)表 面温度分布,9)ヒ ー トアイ ラン ドポテ ンシャル

       STUDY ON DESIGN METHOD OF EDO TOWNSMEN'S RESIDENTIAL AREA 

             PREVENTING FROM STORING HEAT IN SUMMERTIME 
— Evaluating the Influence of Thermal Environment in Outdoor Living Spaces on Spatial Structure and Green in Machiyashiki —

Ch. 

 Mem

Masahito Takata 

Akira Hoyano

  The townsmen's living areas in the city of Edo were totally different from present Tokyo in spatial geometry and material. In the previous study, the 

summer thermal environment of the block (= Machiyashiki) in this residential area was studied from surface temperature, using numerical simulation. In 

this paper, summer thermal environment of several Machiyashiki, located next to the previous target site and contain vacant lands and gardens, was 

evaluated from Heat Island Potential, showing that vacant lands in the blocks have effect on reducing daytime heat island phenomena, and there was no 

tropical night in the target site.

1.研 究背景 ・目的

1.1研 究背景

　近年,環 境問題が深刻化する都市に対し,環 境に配慮しつつ

持続可能な発展も満たす解決策が望まれている。その一つとし

て,地 域の気候特性を活かすことで周辺環境への負荷が小さく

快適な都市生活空間を実現していたと考えられる伝統都市の建

築と町並みに着目し,建築環境工学の視点からその構成要素を

明らかにしようとする動きがある。

　地域の気候特性を活かした生活空間を実現した可能性のある

都市空間は,現 存の伝統都市だけでなく過去に存在した都市も

該当する。例えば,江戸時代後期の江戸は複数の文献1)で環境負

荷の小さい都市空間が実現されていた可能性を言及されている。

過去の都市空間は現存しないため,そ の環境を定量的に考察す

ることは難しく,こ れまでは定性的な議論が中心に行われてき

た。しかし数値シミュレーション技術の発展により,当 時の環

境を定量的に考察する研究が近年いくつも行われている(後 述)。

　この様な過去における都市の環境を数値シミュレーションに

より再現する研究手法は,環 境に関する定量的な議論を可能と

するため,建 築史や考古学などこれまで歴史を扱ってきた分野

に対しても,建 築環境史という新たな視点を提供することが可

能であると考える。

　以上を踏まえ,筆 者は,夏 季熱帯夜が深刻な現代東京の前身

で,江 戸時代後期に世界有数の大都市であった江戸の人口密集

地であり,建 築史および近世考古学の分野で多くの史料と既往

研究が存在する江戸町人地注1)の建築と町並みに着目した。そし

て,数 値シミュレーションより対象地の当時の表面温度分布を

算出し,生活空間スケールでの夏季熱環境を評価する研究を行

った2)-4)。

　上記研究は,過 去および現代の文献 ・史料/資 料と数値シミ

ュレーション技術とを組み合わせ,対 象地の建築 ・都市と気候

特性とを空間的かつ歴史的に考察するものである。この一連の

研究には2つ の目標を指向している。一つは建築環境工学的に,

地域の気候特性を活かしつつ効率的なエネルギー利用への知見

を得ること,も う一っは建築環境史的に,建 築史などの分野で

既に明らかになっている伝統的な建築 ・都市空間デザインを環

境の観1点から解析することで新たな知見を得ることである.
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1.2既 往研究とその問題点

1)江 戸町人地の環境に関する既往研究

① 建築環境工学

建築環境工学の分野では,江 戸時代後期における江戸に着目

し,そ の熱環境を数値シミュレーションより解析した既往研究

として,村 上ら(1999)5)および井上ら(2005)6)が挙げられる。

前者はメソスケールモデルを用いて関東平野全域を対象に,後

者は街区スケールモデルを用いて江戸町人地の日本橋地区を対

象に,熱 輸送を伴 う気流解析を行い,現 代の解析結果と比較す

ることで都市化に伴う地表面被覆の変遷が都市気候に及ぼす影

響を考察している。しかしながら,両研究とも本研究で対象と

する江戸町人地の生活空間スケールでの屋外熱環境は扱っては

いない。

一方
,実 測研究としては,江 戸時代後期から明治期における

伝統的建築内の熱環境に着目した研究が,浦 野ら(1987)7)に よ

り行われている。特に石田・荒谷ら(1990)8)は 京都の複数の町

家を対象に,居 住者による中庭への撒水やスダレの設置といっ

た環境調整行動に伴う屋内の熱環境の変化を実測し,熱 環境と

居住者による環境調整行動との関係を分析している。しかしな

がら,こ の研究は屋内を対象としており,屋外の生活空間は対

象としていない。また京町屋と江戸町屋敷注2)の表長屋 ・裏長屋

とでは空間形態が根本的に異なっている。

以上のように,江 戸町人地を対象にシミュレーションによる

解析は,メ ソスケール・街区スケールを中心に行われているが,

生活空間スケールでの屋外の表面温度分布と空間形態 ・構成材

料の関係については既往研究4)以外は扱われていない。加えて,

江戸時代後期の建築が現存しないため実測による考察も難しい。

② 建築史

建築史の分野では,玉 井(1977)9)が 近世における町方史料を

分析する一つの方法上のモデルを提示している。この中で,玉

井は江戸時代後期における江戸日本橋町人地の複数の町屋敷の

住民構成を沽券絵図より明らかにした上で,そ の住民構成の変

遷を幕末期まで分析している。また小木(1979)lo)は,江 戸時代

の影響が残る明治初期における東京の旧町人地に暮らす人々の

生活様式を当時の東京の火災状況に関する統計データや人口動

態などから明らかにしている。80年代後半から90年代にかけて,

吉田伸之は一連の研究で部分社会を丁寧に分析することで社会

の全体像に迫ろうとする 「分節的把握」を行っている。町共同

体の存在形態は町空間に構造化されているという視点から,フ

ィジカルな空間形態に関連する史料から当時の社会を明らかに

する研究の成果は 『日本都市史入門』1～ 皿巻(1989-1990)11)

にはじまり『日本の近世』(1992)12)を経て,『近世大阪の都市空

間と社会構造』(2001)13)など,多数提示されている。また近世

の都市を考える上で不可欠である寺院と町との関係については,

伊藤毅による中世の都市形態の変化も踏まえた一連の研究14)-16)

が挙げられる。しかしながら,こ れらの研究においても,本 研

究で扱 う生活空間スケールでの熱環境に関しては議論されてい

ない。

③ 近世考古学

近世考古学の分野では,1975年 の都立一橋高校地点の発掘17)

を端緒に本格/ヒしていき,84年 の東大構内遺跡の発掘調査18),

および86年 の江戸遺跡情報連絡会(後 に,江 戸遺跡研究会に改

称)に よって活発化し,90年 代以降も多くの研究がなされてい

る。特に日本橋1丁 目・2丁目遺跡に関する発掘調査19>では複数

の町屋敷が発掘されたため,当 時の江戸町人の食文化や服装な

どに関する多くの知見が得られている。しかしながら,こ れら

遺物研究より推定される事項は限られており,屋 外生活空間に

おける熱環境の定量的な考察はなされていない。

2)筆 者による既往研究

筆者は既往研究2)-4)において,環境問題の深刻化する現代東京

において地域の気候特性を活かした空間設計手法に関する知見

を江戸町人地より得ると同時に,建 築史の分野に対しても夏季

の屋外生活空間の熱環境を定量的に明らかにすることを目指し,

江戸時代後期の江戸町人地の行政上の最小単位である町屋敷に

着目し,当 時の史料と建築史や考古学の既往研究を調査した上

で熱環境の視点に基づき対象地のシミュレーション用モデルを

作成 し,夏季における全表面温度分布を数値シミュレーション

より再現した。そして表面温度分布と空間形態 ・構成材料との

関係から江戸町人地の屋外生活空間の熱環境を考察すると同時

に,別 途明らかにした居住者の夏季一日の生活行動を踏まえて

その熱環境を評価した。結果,対 象とする江戸町屋敷は,そ の

空間形態と構成材料により熱を溜め込みにくく,す ぐに大気に

放出するため,現 代都市で問題となっている夏季の熱帯夜の形

成要因となっていないこと,お よび,江 戸町屋敷の屋外生活空

間の表面温度は,日 中,非 常に高くなるが,各 時間区分におけ

る居住者の生活行動を踏まえると居住者の屋外滞在空間の熱放

射環境は,他 の屋外生活空間より相対的に良好であることを明

らかになった。特に表面温度が急速に低下する夕方以降に屋外

を滞在空間とし,更 に日中の日射を蓄熱した表通りには撒水し

て表面温度を下げることで,夏 季の暑さに対応していたことを

確認した。

3)既 往研究の課題点の整理

筆者による既往研究4>の課題点は2つ ある。1つ は,取 り扱っ

た町屋敷の総数である。解析対象とした京橋地区守山町 ・北側

の町屋敷は,建 物が密集し,表 店 ・裏店から構成される当時の

江戸町人地における町屋敷の空間構成の一つの典型といえる。

代表性を十分考察した上で選択した町屋敷ではあったが,江 戸

町人地で考えた場合,町 屋敷には建物の配置 ・方位 ・種類等に

より空間構成に幅があることが,当 時の史料より分かっている。

特に町屋敷内における明地 ・空地や表長屋の裏庭は,路 次(=

路地)に 隣接 した配置になることによって町屋敷の熱環境に影

響を及ぼすことが予想される。したがって,解析範囲を拡大し,

対象となる町屋敷の数を増やすことで,江 戸町人地における町

屋敷の熱的特性の変化の幅を把握する必要がある。
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もう1つ は,既往研究2)ではその存在に言及した史料が十分に

得られなかったため扱わなかった江戸町人地における緑である。

本研究で扱う江戸町人地の緑とは,屋 外生活空間の熱放射環境

への影響から,地 表面被覆と日射遮蔽が可能な樹木に限定する。

江戸時代後期の江戸において,全 面積(朱 引線内)の 約85%

を占める武家地と寺社地の緑が大きな割合を占め,町 人地の緑

が占める割合は小さく,植 木鉢などの形態で小規模に導入され

ていたと広く認識されている。しかしながら,江 戸時代後期の

史料,特 に幕末と明治初期の古写真を中心に,江 戸町人地にお

いて草地や樹木の存在を示唆するものが散見される。これらの

事項を考慮すると江戸町屋敷内に緑が存在していた可育旨陸が伺

える。そして町人地内の屋外生活空間に着目した場合,こ れら

の緑が熱環境に影響を及ぼしていた可能性が高い。

江戸時代後期における植木 ・園芸や庭園の緑に関する研究は,

造園や建築史の分野で数多く存在する20)が,上記の町人地の緑

を考察した研究はほとんどみられない。考古学の分野も植木鉢

の形状や構成材料,植 えられた植物に関する研究等が行われて

いる19)が,都 市生活空間における熱環境の改善などの視点から

当時の草地や樹木の樹種や樹形を検討した研究は見当たらない。

1.3本 研究の目的

本研究は,既往研究2)に引き続き,江戸時代後期の江戸町人地

に着目し,解 析範囲を複数の町屋敷に拡大した上で,江 戸町人

地より空間設計および都市緑化への知見を得ることを目指し,

複数の町屋敷を対象に数値シミュレーションより夏季表面温度

分布を算出し,空 間形態の違いが表面から周辺大気への顕熱負

荷に及ぼす影響を考察することを目的とする。

そのために,ま ず対象地を新たに選定し,そ の熱環境を再現

する上で必要となる町屋敷内における建物及び屋外生活空間

(明地 ・空地 ・路次 ・共用空間 ・表長屋裏庭)に おける地表面

被覆と緑の状態を史料と既往研究より調査 ・特定する。その上

で,先 に特定した地表面被覆と緑の状態を踏まえた対象地の夏

季表面温度分布を,数 値シミュレーションより算出する。そし

て,文橡 地の熱環境を緑の影響を含めて考察することで,夏 季

表面温度からみた江戸町屋敷の空間特性の把握を目指す。

2.対 象地の3D-CADモ デル作成とその空間的特徴

本章では,解 析対象地を選定した上で,既往研究2)より拡大し

た解析範囲における建物および屋外生活空間を対象に,シ ミュ

レーション用3D-CADモ デルの作成する上で不明な事項を史料お

よび既往研究より特定する。そして対象地の3D-CADモ デルを作

成 ・配置し,その空間的特徴と緑化可能空間を整理・抽出する。

2.1解 析対象地の選定

本研究では,既往研究4)の解析対象地である守山町・北側に隣

接し,か つ町屋敷内の建物配置を図示した沽券絵図が 『旧幕府

引継書』21)内に現存する南鍋町一丁目・二丁目および滝山町を新

たな解析対象地に加える。図2-1に,文 橡 地内の地表面状態を

示す。文橡 地内には計38の 町屋敷(内 部の建物配置が不明な3

※ 『1日幕府引継書』(天保一三年南鍋町一丁目図,二丁目図,滝山町図・国会図書館所蔵)より作成

図2-1対 象地の町屋敷 にお ける建物 と屋 外生活空間の分類

町屋敷は除く)が 存在し,既往研究4)で扱った町屋敷数(3)と

比較して10倍 以上の数を確保している。加えて,建 物等の配置

計画に関しても表長屋 ・裏長屋の方位や明地 ・空地などの違い

が把握できる。

2.2表 長屋およびその裏庭 の設 定

新 しい解 析対象地の シ ミュ レーシ ョン用3D-CADモ デルを作成

す るにあた り,既往研究2)・4)では扱 っていない事 項が存在す る。

以降の節 では これ らの事項へ の対応 を一つずつ提示す る。

筆者 は既往研究2)に おいて,数 値 シ ミュ レーシ ョンに よる対象

地の全表面温度 分布 の算 出 を 目的に,対 象 町屋 敷の空 間形 態 を

3D-canで 再現 し,構 成材料のデー タベー スを作成 す るために,

建 物や外構(塀 ・下水木樋)に 関す るデー タを史料 と既往研 究

よ り収集 ・整備す る手法 を提示 してい る注3)。本研 究 も既 往研 究

2)の手法 に基 づき
,新 たに加わ る情報 に関す るデ ータを整 備す る。

シ ミュ レー シ ョンモデル の メ ッシュサイ ズに関 して は,屋 外生

活 空間 にお いて建物 の凹凸お よび構 成材料 の分布 が熱環境 よ り

把握 可能 な再 現精度 を確保 す るため,当 時 におけ る建物 各部材

の基 準単位 で ある尺貫法 の1尺(303㎜)を3メ ッシュ以上で分

割す るため,100㎜ と設定 した。

1)表 通 りに面す る表長屋 と蔵 の配置 とファサー ドの調整

『煕代勝覧』(1804)注4)・22)に描 かれてい る表長屋 お よび既往

研 究2)で対象 としてい る守 山町 ・北側 の町屋敷内 の表長屋 は,全

て表通 りに対 して ファサー ドが直角 に面す るよ うに配置 されて

いる。 しか し,南 鍋町1丁 目で は表通 りが斜 めには しるた め,

道 路に面す る敷地の一部 が斜 め になってい るため,既 往研究2)

で作成 した表 長屋のモデ ル をそ のまま設置す る ことが難 しく,

シ ミュ レー シ ョン用3D-CADモ デル の修 正が必要で ある。
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江戸町人地 にお ける表長屋 の配置 に関 して,黒 津,波 多 野 ら

23)は
,当 時の町屋敷内の建物配置 を示 した史料で ある 『仮題 江

戸地 面之絵 図(天 田家文書:文 化3年8月)』 に基づ き,「 表店

は敷 地形状 に合 わせて表 通 りに面 して建て られ てい る」 こ と,

お よび 「表店本 体の表通 りに面す る柱 は通 りと平行 に据 え られ

る」 ことを明 らかに してい る。上記研 究で は史料 よ り建物 の平

面 お よび柱 間寸 法 を再 現 してお り,本 研 究 では 同図 を参考 に

3D-CADモ デルの表長屋の平面形状 を修正す る(図2-2)。

当時の江戸町人地では,公 儀地で ある道路 に表 長屋 の表庇(1

階庇)が はみ 出 して造 られ ていた。 この表庇 の道 路へ のはみ出

しにつ いて,波 多野,黒 津 ら24)は,宝 永7年 ・寛保4年 ・寛政2

年 写の沽券絵 図 よ り,江 戸 町人地 におけ る表通 りに面す る表 長

屋 の表庇 に関 して,奥 行に3尺 ・1間な どい くつ かパ ター ンが存

在す ること,お よび表通 りの道路幅 と関連 してそれ らが江 戸町

人地一 帯に分布 してい るこ とを明 らかに してい る(図2-3)。 ま

た,『 延享(享 保)沽 券絵 図』(1744)に おい て新 道で は道 路へ

の表庇 の はみ 出 しが記載 されてい ない こと,お よび 当時 に史料

内の記載 よ り,対 象地 内の表通 りには庇 の 出(表 庇 の道路 への

はみ出 し)が 許 されて いたが,新 道 には許 されず,表 庇 が敷 地

内に収め られ ていた こ とを明 らか に してい る。新 道にお ける表

長屋 の表庇(1階 庇)の 傾 向は,『 煕代勝覧』22)からも確 認で き

る。 本研究 では,上 記研 究に基づ き,表 通 りお よび新道 に表 長

屋 を配 置す る。 奥行1間 の表庇 に関 して もモデルを修正 した。

一方
,江 戸時代後期 にお いて,江 戸町人地の敷地 は京 間(1問

=1 .97m)で 区切 られ ていたが,建 物 は田舎 問(1問=1.82m)で

建 て られ ていたため,表 長屋 が町屋敷 をまた いで隣 り合 う場合,

隣 り合 う表長屋 の間 に隙間が生 じる可能 性が考 え られ る。 この

問題 に関 して,『 煕代勝覧』22>では表長屋の隣棟 間をふ さぐ木製

の板 が描かれ てい る。 また表庇 に関 して は,隣 棟 同士 で繋 いで

連続 させて いる ことが分 か る。 この連続 す る表庇 は表通 りに面

して妻入 りに配 置 され てい る蔵の壁 面に対 して も適用 され,蔵

の壁 面に表庇 が設 置 してい るこ とが同絵図 よ り見て とれ る。 本

研 究では 同絵 図に した がい,敷 地 間に木製の板 を設 置 し,妻 入

りに配 置 された蔵の壁面 には表庇 を設置 す るよ うに設定す る。

表長屋 ・表庇は敷地形状に合わ欄 　　 ]套

]套

出典 黒津高行,波 多野純 江戸本石町一丁 目の町家について 江戸の都市設計に
関する研究一3,日 本建築学会大会学術講演梗概集(北 海道),pp.775-776,1986

仮題 江戸地面之絵図(天 田家文書:文 化3年)よ り作成

図2-2表 通りに対して斜めに面する敷地における表長屋の配置
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図2-3当 時の史料にみる表通りに面する表長屋の表庇の分布

表通り 裏庭ll

2)表 長屋の裏庭の範囲

建物の配置計画を参考にしている『旧幕府引継書』21)内の沽券

絵図では,地 借 りの敷地には建物形状が記載されていない。当

時,表 通りから奥行き5問 は表坪と認識されていたことを踏ま

え,本 研究では表坪に該当する地借りの敷地における建物は,

既往研究2)同様,当時の史料と復元模型より設定した奥行き4問

の表長屋のシミュレーション用3D-CADモ デルを配置し,残 りの

敷地を裏庭と設定する。地借りとなっている敷地の奥行きが5

間以上の場合,そ の空間に何が存在しているのか確証が取れな

い限り,裏庭が連続していると設定する(図2-4)。

3)地 主の建物の設定

『旧幕府 引継 書』21)内の沽 券絵図 内で,南 鍋町一 丁 目の2っ の

1《一 一一一一一一一一一一一一一列← レ1

4間1間

図2-4表 坪に配置する表長屋の建物モデルと裏庭の設定

地主の敷地は不正形であるため,前 項で設定した表長屋の配置

法則をそのまま適用する場合,裏 庭となる空間が表長屋よりも

大きくなり,表 長屋一棟に相当する部分も存在する。しかしな

がら,『旧幕府引継書』21)および関連する史料には,建 物の配置

計画に関する情報が記載されていない。したがって,本 研究で

は前項で検討した表長屋の配置設定をそのまま適用し,残 りの

空間を裏庭と設定する。

4)沽 券絵図が存在しない町屋敷での建物配置

沽券絵図が存在しないために建物の配置に関する情報が欠落

している滝山町および南鍋町2丁 目の計3つ の町屋敷に関して

は,既 往研究2)同様,玉 井(1986)25)に よる町屋敷内部における
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表長屋 ・裏長屋および路次の一般的な配置法則を参考に,町 屋

敷内部の配置計画を推定する。なお,い ずれの町屋敷も内部に

は明地・空地は存在せず,建物が最大限配置された状態とする。

2.2裏 長屋 の設定

裏坪 におけ る建物配置 に関 しては,『 旧幕府 引継書 』21)内の沽

券絵 図の記載 に したがい,既 往研 究2)で作成 した裏長屋 のシ ミュ

レーシ ョン用3D-CADモ デル を配置す る。 同史料 内に既往研 究2)

で作成 していない奥行1間 半の裏長屋が記載 され ている。 この

裏長屋 に関 しては,既 往研究2)で 作成 した奥行3問 の棟割 り長屋

の建 物モデル よ り間取 り ・正面の フ ァサー ド・構成 材料 を,奥

行2間 の裏長屋 の建物 モデル よ り裏側 のファサー ド・構成 材料

を参考 に,そ れぞれ新た な3D-CADモ デル を作成 す る。

2.3対 象地に占める緑化可能な屋外生活空間の割合

前々節および前節での検討を踏まえ,対 象地に建物のシミュ

レーション用3D-CADモ デルを配置する(図2-5,図2-6)。 表2-1

に,対 象地の全面積に占める各敷地の面積割合を示す。

一部の町屋敷では屋外生活空間が路次と共用空間のみから構

成されているが,多 くの町屋敷では明地 ・空地,表 長屋裏庭が

散在し,対 象地の場合,全 敷地面積に占める面積割合はそれぞ

れ11.3%,9.1%と なっている。これらの屋外生活空間は,建 物が

なく路次や共用空間でもないため,緑 が存在していた可能があ

る。本研究対象地の場合,建 蔽率が6割 強の低層密集空間にお

いて,こ れらの空間が全敷地面積の2割 を占めている。上記の

面積割合は火事後の一時的な状態ではあるが,当 時の江戸町人

地では火事が頻発 していたことを考慮すると,江 戸町人地にお

いて町屋敷内の明地 ・空地は形状を変えて一定の割合で存在し

ていた可能性が考えられる。これら明地 ・空地や表長屋裏庭が

表面から大気への顕熱負荷に影響を与えることが推測される。

際譲1
図2-5建 物モデルを配置 した対象地のシミュレーションモデル(一 部)
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図2-6対 象地の町屋敷における建物 と屋外生活空間の分類

表2-1対 象地の全面積に占める各敷地の面積割合(%)

3.緑 が存在した可能がある町屋敷内の屋外生活空間(明 地 ・

空地,表 長屋裏庭)の 被覆状態の特定

図2-6に みるように,対 象地における町屋敷問の空間構成に

は,敷 地や路次の方位,建 物の種類だけでなく,建 物以外の屋

外生活空間(明 地 ・空地 ・路次 ・共用空間(共 用井戸周辺)・稲

荷周辺 ・表長屋裏庭)の 配置が大きく影響する。そして,対 象

町屋敷の熱環境を再現する上でこれらの空間の被覆状態を把握

する必要がある。本章では,こ れら屋外生活空間の中で緑が存

在した可能がある明地 ・空地 ・表長屋の裏庭での地表面被覆お

よび緑(樹 木)の 状態を検討する。

なお,路 次 ・共用空間・稲荷周辺の状態に関してだが,路 次

および共用空間は,居 住者の日常的な作業 ・通行により雑草の

発生は難しい。また,こ れらの空間で樹木の存在を記述する史

料はみられない。本研究ではこれらの空間の地表面被覆は裸地

であったと判断する。

3-1.明 地 ・空地の地表面被覆の特定

建物(含:表 長屋の裏庭) 屋外生活空間

71.0 29.0

表長屋+裏 長屋+蔵 裏庭 路次 明地 ・空地 共用空間

61.9 9.1 15.2 11.3 2.4

1)明 地 ・空地の位置づ け

伊藤(1987)26)は,江 戸町人地 にお ける空地は所有者のいない

空間で あ り,明 地 は管理 されて いた空間 と定 義 してい る。 更に

伊藤26)は,明 地 を公 的な明地(会 所地 ・河岸 端 ・突抜 ・広 小路 ・

火 除地etc.)と 私 的な明地の2種 に分類 している。 前者 は町屋

敷 よ りも公 共 性の高 い空間 を対象 としてお り,町 屋敷 内部の明

地は後者 が該 当す る。 この町屋敷 内の私的 な明地につ いて,伊

藤26)は 「銀 町や 日本 町通 一丁 目の よ うな繁華 街 の中心部で も,

人々が群れ集 ま り,生 活す るところには明地がつ くられていた」

とし,「 この よ うな 明地 は公共的 な明地 とは違 った役割 を果 し,

長屋 で都市 生活 をす る人々 に欠 くことの できない もの として,

住 宅 と組 み合わ さって,裏 店の基本的 な生活 空間をな していた」

と位 置づ け,こ れ らの明地の存在 が江戸町屋敷 内にお ける生活
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に密接 していた ことを明 らか に している。

2)明 地と空地における地表面被覆状態に関する情報の整理

続いて,こ れら町屋敷内における空地と私的な明地の地表面

被覆を検討する。明治時代において江戸時代の空間が残ってい

た旧町人地である京橋地区の街区(=町 屋敷)内 の様子を記述

した回顧録注5)・注6)・27)には,「明治二十年ころ尾張町(=対 象地に

隣接する町)の 裏側なぞの空地には農家そのものの茶畑なぞが

点々とし,ま た裏通りや小路になると家と家との間に小さな野

菜畑が作られていた」という記述がある。また雑草学の分野で

は,雑草は日本の都市では 「わずかな空地さえありさえすれば,

その姿をいつでも見ることができる」と認識されている28)。江

戸時代後期には正確に計測された気象データは存在しないため,

既往研究4)に基づき明治時代前期の気象データを参照した場合,

年間降水量,年 最低気温とも,当 時の江戸は現代日本と同様に

雑草が自然発生する環境にあることを確認している。したがっ

て,江 戸町人地の町屋敷内の明地 ・空地に関しては,夏 季に一

年生の草本類が自生した草地と設定することが可能である。

一方,伊 藤26)は,こ れらの私的な明地には 「物干場やかさ高

のものをおくのに好都合であったために,物 置場として利用さ

れる」ことが多かったと,多 目的に利用されていたことを明ら

かにしている。しかしながら,本 対象地の場合,明 地 ・空地に

これらの物が配置されていたかに関する情報が不明である。よ

って,本 研究では何も置かれていなかったと設定する。

以上より,本研究では町屋敷内の明地 ・空地を一年生の草本

類が自生する草地とみなし,数 値シミュレーションでは芝地と

して設定する。

3-2.家 相書に基づく表長屋の裏庭の植栽状態の特定

1)町 屋敷内における植樹可能空間の特定

江戸時代後期の江戸町人地では火事が頻発していたため,そ

の影響を考慮した場合,町 屋敷内で樹木が自生することは難し

い。しかしながら,江 戸町人地一帯に高木を見当たらない注7)な

がらも,町 人地の町屋敷における樹木の存在は,『守貞護稿』29)

内の 「見越しの松」の項目や幕末期および明治時代初期におけ

る古写真30)より確認できる。当時,水 路に面する河岸地は,積

荷の荷下ろしが中心で高木は設けられないこと,江 戸では園芸

文化の流行し,植木屋により樹高の高い樹木も植えられていた

ことも踏まえると,町 屋敷内に樹木が植えられていたと判断で

きる。そして,町 屋敷の敷地内で樹木が植えられていた可能性

がある場所は,前 節での明地 ・空地に関する考察も加えると,

表長屋裏庭か稲荷の横に限られる。稲荷の横には樹木が植えら

れていたことを示す史料の存在が確認できない。

以上より,本研究では,当 時の江戸町屋敷内では表長屋裏庭

に植樹されていたと設定する。
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2)数 値シミュレーションでの樹木の再現に必要な情報の整哩

本研究では,対 象地の表面温度分布を数値シミュレーション

鉦 隆j(椎,椀,楠,柘 榴,柳,櫻,芭 蕉,蘇 鉄,梅)

出 典

A家 相秘録

(1782)

B相 宅小鑑

(1802)

C家 相全書(1804) D家 相方位図説
(1825)

E家 相秘 要鑑
(1825)

F家 相秘伝(1826)

G家 相要書

(1828)

H家 相秘伝

録(1831)

1家 相伝四神中
央之奥義(1844)

J家 相方位指南
(1850)

K家 相極秘白
虎巻(1859)

L家 相極秘洛地
準則(1860)

注)丸 山宏,江 戸後期の 家相書 と庭造 りの吉凶,ラ ンドスケープ研究61(5},pp379-384,1998よ り作成

図3-1家 相書にみる庭に植える樹木の吉凶

より再現することを目的としているため,シ ミュレーション用

の樹木モデルの作成に必要な情報を抽出する必要がある。梅干

野ら(2004)31)よ り,同情報は,樹 種,樹 冠幅,樹 高,樹 冠下高

さ,樹 冠部の日射透過率と分かる。勇定による樹形の違いを考

慮しない場合,樹 冠幅および樹冠下高さなど樹形に関する情報

と樹冠部の日射透過率は,樹 種に帰属する。

以上より,江 戸町人地における表面温度分布を再現する上で

樹木に関して必要となる情報は,樹 高と樹種の2つ であること

が把握された。以降,上 記2情 報に着目して町屋敷内の樹木に

関する情報を整理する。

3)家 相書に基づく表長屋裏庭に植栽された樹種の特定

① 家相書への着目

江戸時代後期,江 戸町人の間では植木だけでなく庭造りも流

行したことを踏まえ,本 研究では多くの町人が裏庭での庭造り

の際に参考にしたといわれる家相書に着目する。家相書とは,

家造りの吉凶を占うための規範を記載した書物であり,庭造り,

特に樹木の植栽に関連する記載も残されている。同史料はいわ

ゆる雑書と認識されており,内容も俗信 ・迷信に属するものも

一部に見受けられるが,当 時の庶民の生活意識や規範を一端の

担っていたのはこれら雑書であり,市 井の庭造りにこの家相書

は影響を及ぼしていると考える。

当然,江 戸町人地内の全ての表長屋の裏庭で植栽されていた

とは限らないが,本 研究では町屋敷内を最大限緑化した場合の

熱環境を把握するため,対 象地内の全ての表長屋の裏庭が家相

書にしたがって植栽していたと設定する。
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② 家相書にみる庭における植栽の配置 ・樹種の吉凶

当時流行した家相書は数多く存在し,内 容も玉石混合であっ

た。そのため,当 時主流であった家相書を同定する必要ある。

丸山(1998)32)は,江 戸時代後期から幕末期の貸本屋の蔵書より

主要都市で流通した家相書を同定し,当 時の都市における庭造

りの特徴を整理している。本研究では丸山32>の示す主要家相書

に記載されている植栽の吉凶を,数 値シミュレーションによる

熱環境の再現を目的に整理する(図3-1)。 その際,造 園分野の

資料33)に基づき,関東地方の気候に適応しない樹種は除外した。

③ 特 定 された樹種への対応

前項 で特定 された樹種 に関 して,造 園分野 の資料33)よ り関連

す る情報 を整理 ・抽 出す る。 一方,樹 高 に関 しては,江 戸 町人

地 の建物 高 さは2階 建 以下に規制 されてい る中で建物 よりも高

い樹 木が ほ とん どみ られ ない こ と,家 相書で軒 先への枝張 り等

が規 制 され てい ること,樹 木 による 日射遮蔽 の効果 を得 るため

に十分 な違 いを設 けること,の3点 を踏 まえ,表 長屋 の2階 相

当の6m,1階 の庇相 当の3m,の2種 類 を設定す る。 また樹 形に

関 しては,当 時の勇定状況 が不明 であ るた め,自 然生長 時の樹

形 を配 置す る。そ して,造 園分野の資料33>よ り,自 然樹形 が高

木 ・中木 と指 定 されて いる場 合は前者 を,小 木 と指定 され てい

る場 合は後者 を,樹 種 ごとに適用す る。

なお,樹 冠部の 日射透過率 に関 しては,樹 種 ご とに吉 田(2005)

34)による実測結 果 よ り設定す る
。なお,松 ・柳 ・竹 の樹 種に関 し

ては,再 現 した樹形の樹冠部 の 日射透過 率を0%と す る。

④ 家相書に基づく対象地内の表長屋裏庭への樹木の配置

図3-2に,家 相書にしたがって表長屋裏庭に緑を配置する方

法を示す。まず対象地を9等 分にし,方位に合わせてそれぞれ

のセクションを北 ・北西 ・西…と設定する。続いて,セ クショ

ンごとに,家 相書内で提示されている吉相 ・凶相を図3-1よ り

判断する。そして植栽可能な樹種があった場合,造 園分野の資

料31)より対象樹種の自然樹形を同定し,樹木モデルを設定する。

なお,同 一セクションにおいて吉相と凶相に関する情報が重な

った場合,凶 相を優先する。植栽されない空間,お よび樹木の

足下の空間の被覆状態は裸地と設定する。

上記作業を対象敷地内の全ての表長屋裏庭について行った結

果,図3-3に 示す植栽配置が設定でき,こ れにより限定的な条

件下であるが町屋敷内の一部に樹木が配置される可能性を確認

した。

モモが植栽可能

曼131
1m

r--r{m
O3

r大樹」推奨

マツが植栽可

}
塩
一

図3-2家 相書したがった表長屋裏庭での植栽の一例

「黛艶
瀦㌔ 擁 〆

一鋤
図3-3町 屋敷内の地表面被覆 ・植栽(一 部:南 鍋町二丁目北側)

める表長屋裏庭には樹木が存在している可能性が考えられるが,

緑被率に関しては裏庭の全面積の2割 に満たず,8割 以上を裸地

が占めている可能性が高い。よって,夏 季における樹木による

日射遮蔽効果は,本 対象地では大きくないことが予想される。

一方
,表 長屋裏庭の地表面被覆の多くは裸地であるため,夏 季

日中の表面温度上昇にともない,表 面から大気への顕熱に影響

を及ぼす可能性が判明した。

4.数 値シミュレーションによる夏季における江戸町屋敷の熱

的特性と緑の効果の把握

本章では,前 章までの考察を踏まえ,3D-CM対 応熱環境シミ

ュレータ31)(以降,シ ミュレータ)よ り夏季代表日における対

象地の表面温度分布を算出し,表 面から周辺大気への顕熱負荷

より町屋敷の熱的空間特性と江戸町屋敷内における緑の効果を

考察する。

3-3.対 象地全体の植栽状況 と緑被率 の把握

表2-1よ り,対 象 町屋敷 内 に散在す る明地 ・空 地の割合 は全

面積 の11.3%に のぼ る。当時火事が頻発 してい たこ とを踏 まえ る

とこれ らの空 間は一時 的な存在で あった こ とが予想 され るが,

対象地 とす る江戸町人地 内の1割 以上が緑地(芝 地)で あ るこ

とは,屋 外 生活 空間の熱環境 に及 ぼす影響 は大 きい。

一方
,限 定的な条件下で あるが,対 象 地の全面積の9.1%を 占

4-1.本 シ ミュ レー シ ョンの解析 条件

1)シ ミュ レー シ ョンの概要

本研 究で使用す るシ ミュ レー タは,3次 元 の形 状を再現 した建

物 と2次 元の地表面の全表 面をメ ッシュ分割(本 研 究では0.1m)

し,各 メ ッシュの質点 において,表 面の熱収 支計算 と各 面断面

方向の一次 元非定常熱伝 導計算 を行 い,表 面 温度分布 を算出す

る。使 用す る気象条件 は,既 往研 究4)と 同様 に夏季 代表 日(明 治
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23年7月19日)を 設定する。計算は4日 間助走計算させ,5日

目の結果を周期定常解として採用する。外表面温度計算の際の

建物内部の境界条件である室温は当時の建物の構造を考慮して

外気温相当に設定する。計算では,対 象町屋敷の周囲に隣接す

る建物を,町 屋敷内の熱収支計算に影響を及ぼす境界条件とし

て計算範囲に含める。

2)本 研 究で使 用す る評価指標

本研 究で は,町 屋敷 の表 面温度 が周 辺大気へ及 ぼす顕熱負 荷

を,ヒ ー トアイ ラン ドポテ ンシ ャル(HeatIslandPotential,

以 下,HIP)と して評価 指標 とす る。本指標 は梅干 野 らが提 案 し

た指標35)であ り,あ る敷地の全表面積か ら大気へ の顕熱負 荷を,

温度 の次元 で表 した もので,敷 地 内の全ての建物 ・地面 の表 面

温度 と気温 との差の積算 を,敷 地 の水 平面投影 面積 で除 し,街

区の凹凸 の影響 を加味 した敷地の平均 的な表 面温度 と気温 との

差 として定義 した もので あ り,下 記 の式(1)で 表せ る。

HIP=
五 (T。-T∂ds

surfaces ・(1)

昼 九 ツ

11:45

レ
(a)南 鍋 町一丁 目 ・北側

①

A

Ts:町 屋敷 内の表面温度(℃),Ta:キ ャノピー内の代表気 温(℃),

A:町 屋敷 の水 平面投影面積(m2),ds:微 少面積(m2)

4-2.表 面温度分布にみ る対象地 の熱 的空間特性

図4-1に,南 鍋町一丁 目の通 り町お よび既往研 究4)の 対象 地で

あった守 山町 を代表 に,夏 季の代表 時刻 にお ける対象地 の表面

温度分布 の一例 を示す。

当時の時間区分で ある昼九 ツが始 まる11:45の 場合,表 長屋 ・

裏長屋 の屋根 面(柿 葺 き ・瓦葺 き)の表 面温度は,そ れ ぞれ65℃,

55℃ と既往研 究4>と 同様 の値 を示 してい る。一方,新 たに加 わっ

た明地 ・空地 の表 面温度 は気 温(29.5℃)よ り5℃ 程度 高い35℃

であ り,屋 根 面の表面温度 と30℃ 近 く差が ある。 路次 と表 長屋

の裏庭 は共 に裸 地 と設 定 されてい るが,空 間構成 の差 によって

表 面温度 は52℃ と35℃ で あ り,17℃ 近 い差 が生 じてい る。樹木

が存在 す る場 合,表 長屋 の裏庭 に面 してい る表長屋 の 開 口部周

辺 の壁 面 ・地表 面の表 面温度 は,樹 冠 の 日射遮蔽 効果 によ り局

所 的に 日陰部分の路次 と同様 に33℃ とな り,植 栽 の影響 がみ ら

れ るが,町 屋 敷全体の表面温度 分布へ の影響 は小 さい。

夕方 の時間区分で ある昼七 ツが始 まる16:30の 場合,既 往研

究4>と 同様 に熱容量 の小 さい柿葺 き・瓦葺 きの屋根 面の表面温度

が急速 に低 下 してい る。明地 ・空地の表面温度 も気 温以下の29℃

まで低下 してい る。一方,表 長屋裏庭 の裸地 面の表面温度 は,

気 温相 当で ある路次 の表 面温度 と異 な り,日 中に受 けた直 達 日

射 を蓄熱 し,こ の時間で も35℃ と路次 よ りも4℃ 程度高い。

4.3表 面から周辺大気への顕熱負荷にみる江戸町屋敷の特徴

と緑の効果

続いて対象地内の町屋敷毎にHIPを 算出注8)し,表面から周辺

(b)南 鍋町一丁 目 ・南側

(c)南 鍋 町一丁 目 ・南側

(d)各 町屋敷の位置関係

図4-1文 橡 地内の町屋敷の表面温度分布(一 例)
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大気への顕熱負荷より町屋敷の熱的な空間特性を評価する。前

節の検討より,日 中と夕方における町屋敷内の明地 ・空地およ

び表長屋裏庭の表面温度の変化を踏まえると,算 出される本研

究対象地の町屋敷のHIPは,既 往研究4)で解析対象とした守山

町 ・北側と方位 ・規模だけでなく,明 地 ・空地および表長屋の

裏庭の割合も変化するため,値 に幅を持つことが予想される。

1)周 辺大気 への顕熱 負荷にみ る江戸町屋敷 の特徴

図4-2に,対 象地 内の各町屋敷 現代都市 の主要構成材 料の

1つ であるアス ファル ト(日 射反射率0.1)が 敷地全 面を覆 う場

合,お よび 自然 地被状態 の代表 として芝生(日 本 芝)が 対象 地

全 面を覆 う場 合について(以 下,ア スファル ト面お よび芝生面),

同一気象 条件 下でHIPの 日変化 を算 出 し,江 戸町屋 敷のHIPの

日変化 と比較す る。 また,現 代 との比 較のた め,梅 干野 らが夏

季代表 日で算出 した東京青 山地 区の様 々な空間形態 を持つ全35

街 区のHIPの 日変化35)も灰 色で加 えて いる。 なお,ア ス ファル

ト面,芝 生 面の断面仕 様に関 して は,図4-2に 示す 通 りであ る。

まず夜 間に関 して は,概 ね19-20時 の1時 間に全 ての町屋敷

でHIPが0と な り以降朝まで負 とな り,ア スファル ト面 ・現代

と街 区 と明確 に異な り,既往研究 のと同様 の傾 向にある ことが把

握 された。 この要因 と して,江 戸 町屋 敷は低層密集 地で あるた

め,熱 容量 の小 さい材料 よ り構成 され る壁面へ の直達 日射 が遮

蔽 され,表 面 温度 が気温相 当 と周 囲よ りも相対 的に低 く保 たれ

るこ と,夕 方以 降表面温度 が低下す る草地(明 地 ・空地)や 熱

容量 の小 さい屋根 面(柿 葺 き ・瓦葺 き)が 対象地 の表 面積 の4-5

割 を占めるこ と,が 挙げ られ る。

次 に 日中に関 しては,HIPの ピー ク値 は,東 西軸 の路 次を有 し,

明地 ・空地 を有 さず,表 長屋裏 庭 の面積 も奥行1間 以 下の町屋

敷 が最大値50℃ を示 した。明地 ・空地が内在 しない 町屋敷 間で,

表長屋裏庭 の面積割 合に よ りHIPの ピー ク値 が最大15℃ 異 なる

こ とか ら,表 長屋 裏庭 の影響 も大 きい こ とが分 かる。 なお,既

往研究4)で 対象地 とした守山町 ・北側 は,最 大値 を示 した町屋敷

同様,明 地 ・空地 を有 さず,表 長屋裏 庭の面積 も小 さいが,南

北軸 の路次を中心 とす るた めHIPは 最大値 よ りも5℃ 低 く,町

屋敷 の空間形 態に伴 う違い も把握 され た。

また明地 ・空地(草 地)を 有す る場 合,有 していない場合 と

比較 してHIPが 低 下 し,全 面積の5割 強 を明地 が占める町屋 敷

を除いて も,HIPの 最低値はアス ファル ト面 とほぼ同値 の28℃

とな る。 した がって,町 屋 敷内の小規模 な緑地 であ る明地 ・空

地 が,表 面か ら周辺大気へ の顕熱負 荷 を低減す るこ とが分 かる。
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2)町 屋敷内の地表面被覆の変化に伴うHIPの 変化

低層密集地における小規模な緑の及ぼす影響を検討するため,

大面積の明地 ・空地を有する町屋敷ではなく,逆 に明地 ・空地

の割合が低い町屋敷を中心とする南鍋町1丁 目と2丁 目の町割

(図4-3)内 の6町 屋敷を対象に,明 地 ・空地,表 長屋の裏庭を

現代の駐車場と同じアスファル ト舗装に変更し,地 表面被覆の

変化が江戸町屋敷の空間構成に及ぼす影響をHIPよ り検討する。
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12時 のHIP

12:00と20:00に おけ るHIPの 違い

表4-1対 象地の敷地面積に対する各要素の割合(%)

町屋敷

123456

屋外生活空間 10.111.818」16.910.811.2

内訳 明地・空地

表長屋の裏庭

路次

共用空間

1.71.62.26.400

4.55.48.34.35,06.3

3.24.15.74.75.04.2

0.60.81.91.40。70.7

屋根面 29,520,224,719,722,234.0

内訳 柿葺き

瓦葺き

1」4.94210.71tO5.7

28,315,320.49,011,228.2

建物壁面 60,468,057,263,467,054.8

内訳 裏長屋

表長屋

蔵

4,718,712,735,835,615.5

43,632,727,327,631,439.4

12」16.617.2000
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図4-4に,表 面温度が最 も高 くなる12時,お よび 日中の蓄熱

の影響 が大き く見 られ る 日没後 の20時 のHIPを 示す。地表面被

覆 の構 成材料 が芝生か らアス ファル トに変化 した ことに伴 い,

日中は1-4℃,夜 間は0.6-1.5℃,全 て の町屋敷 でHIPが 上昇 し

ている。全表面積 に占める各部材 の割 合(表4-1)と 合 わせ て検

討す ると,明 地 ・空地お よび表長屋裏 庭が全表 面積 に占める割

合 が高い町屋 敷ほ どHIPも 増加 してい る。 しか し屋根 面 ・壁 面

の割合 が高いため,HIPで 見た場合,最 大 で 日中4℃,夜 間で

1.5℃ しか上昇 しないた め,日 中の熱環境へ の影響 はそれ な りに

あるが,夜 間に関 しては大きな違いが見 られ ないこ とが分 か る。

したが って,低 層高密 な江戸町屋敷 の空間構成 に よ り周辺 大

気へ の顕熱負荷 の総量 は大 き くな いが,面 積 は小 さくて も地表

面被覆へ の影響 は大 きく,小 規模 な緑 の効果 がみて とれ る。

5.ま とめと今後の課題

本研究は,限 定的な条件下ではあるが,江 戸町人地の町屋敷に

おける緑の存在とその効果を検討し,熱環境への影響を定量的に

把握することを目的に,江 戸時代後期の江戸町人地の京橋地区に

おける複数の町屋敷を対象に,明 地 ・空地および表長屋裏庭での

地表面被覆を史料と既往研究に基づき特定した上で,複数の仮定

の下,当 時の夏季代表日における表面温度分布をシミュレーショ

ンより再現し,表面から周辺大気への顕熱負荷を評価した。結果,

低層高密な江戸町屋敷では,敷 地内に明地 ・空地および表長屋裏

庭など小規模の緑地が,日 中,表 面から周辺大気への顕熱負荷の

低減に貢献し,大面積の明地を有する町屋敷を除くと,明地 ・空

地を有しない町屋敷と比較して日中に最大24℃,夕 方に最大5℃

近くHIPが低下していた。そして夜間から朝にかけて全町屋敷のH

IPが負となることから,既 往研究4)同様,熱 をため込みにくく冷

めやすいため熱帯夜の形成要因となりにくいという江戸町屋敷

の空間特陸に大きな変化はみられないことを確認した。一方,表

長屋裏庭の樹木による表面温度の低減効果は低く,HIPに も影響

しないことも把握された。

したがって,当 時の武家地や寺社地にみられた大規模な緑地

ではなく,本 研究で扱った町屋敷内の明地 ・空地や表長屋裏庭

といった小規模な緑地を都市内に導入し,更 に本解析より得ら

れた江戸町屋敷の空間構成(空 間形態 ・構成材料)を 併せるこ

とで,一 定の熱環境改善効果を特定の時間にもたらす事が可能

になると考える。この様な小規模な緑地の導入は,東 京だけで

なく,現 代でも江戸時代の地割を継承している地方の主要都市

や街道町において増加が深刻化している駐車場等への緑化を考

える上でも参考になりうる。

対象地である江戸時代後期の江戸町人地は,江戸湾より恒常的

な気流が得られ,町 屋敷内の屋外生活空間では,草 地である明

地・空地と建物により日射遮蔽された裸地である路次とが連続し

ている。これにより江戸町屋敷内では独自の温熱環境が形成され

ていた可能性が高い。そして夏季における居住者の生活行動と上

記の町屋敷内の温熱環境とを対応させた場合,町屋敷内に散在す

る明地・空地が居住者の滞在空間における快適性の確保に貢献し

ていた可能性が考えられる。したがって,今 後はCFDも併用して

熱と気流の連成解析を行 うことで江戸町屋敷内の気流分布も再

現し,居住者の生活行動も踏まえて屋外生活空間の温熱環境を評

価したい。

<注>

1)本 研究では,江戸H"ifi,e後期の江戸の神田～ 日本橋～京橋一帯の町人

地を 「江戸町人地」 として扱 う。

2)町 屋敷とは当時の町人地における行政上の最/」構 成単位であり,現

代都市の街区に近い。

3)既 往研究)で示 した対象町屋敷の復元方法の概要を以下に記述する。

(1)夏 季における町屋敷の熱環境を評価するためには,対 象空間

における気象条件(気温 ・湿度 ・風速・雲量 ・水平面全天日射量),

建物の配置計画,空間形態,構成材料(断面仕様:構成材料の川眞番 ・

材厚,熱 物性値:日 射反射率 ・長波長放射率 ・日射透過率 ・熱伝導

率 ・容積比熱,空 気層の熱抵抗値)が 必要となる。特に日射反射率

と長波長放射率は表面温度の算出に影響するため,構成材料の色な

どの表面陛状に関する情報が必要となる。本研究で必要となる情報

の項目は補表1のように示すことができる。

このうち,評価の基礎となる町屋敷の熱環境再現に必要となる空

間1青報(補 表1(a))の みを対象にすることとし,建物の配置計画 ・

空間形態 ・構成材料に関する情報を整備する。

補表1居 住者の生活行動を考慮した熱環境評価に必要な情報の項目

分類 必要な情報

(a)空 間情報 配置計画,空 間形態,構 成材料

(・)星購 翁

環境調整
行動

生活行動による(a)空間情報の変化
(スダレ・縁台の設置,打 ち水etc.) 居住者の属性,

時間区分環境適応
行動 滞在空間

(c)気 象条件 気温,湿 度,風 速,雲 量,水 平面全天日射量

(2)続 いて史料調査に基づき町屋敷内に配置されたものを把握し,

町屋敷の熱環境評価に必要となる情報を整備した。参照した既往研

究 ・史料は多岐にわたるため,詳 細は既往研究)にゆずるが,町 屋

敷内に配置された建物等は補表2(左 側)の 分類にまとめることが

でき,それぞれについて,前 節でまとめた町屋敷の熱環境を評価す

る上で必要な1青報(補 表1)の 中で空間形状に関する項目を対応 さ

せ,補 表2(右 側)と して整理する。

補表2町 屋敷の熱環境を評価する上で必要となる情報一覧(一部)

大分類 分類 必要な情報

建物 表長屋 中2階 建 平面:配 置 ・間取 り

立面:構 造 ・寸法 ・部材位置

断面:構 造 ・寸法 ・屋根勾配

2階 建 断面仕様:壁 面 ・屋根面

付属物=看 板 ・暖簾

裏庭 有無

裏長屋 平屋建て 平面 間取り

立面 寸法 ・部材位置

2階 建 断面 寸法 ・屋根勾配

断面仕様:壁 面 ・屋根面

付属物 物干台

土蔵 2階 建 平面=配 置 ・間取 り

立面;構 造 ・寸法 ・部材位置

断面:構 造 ・寸法 ・屋根勾配

断面仕様:壁 面 ・屋根面

共用設備 惣後架(共 用便所) 平面:配 置 ・間取 り

共用井戸 立面:構 造 ・寸法

ごみ溜 断面:構 造 ・寸法 ・屋根勾配

断面仕様;壁 面 ・屋根面

(3)そ の上で,江 戸町屋敷内部の熱環境翻価 に必要となる情報に

ついて,江戸時代後期における江戸町人地に関する既往研究より使

用の可否を配置計画,空 間形態,構 成材料に関して検討し,既往研

究より設定する情報と設定できない1青報をまとめた。江戸の町人地
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の町屋敷に関する既往研究は,建築史,近 世考古学をはじめ,両者

の研究結果を合わせた再現模型など多岐にわたる。

(4)江 戸町人地に関する既往研究より設定できない1青報を補 うた

め,江 戸時代 後期における当時の史料より必要な1青報を把握した。

これらの設定したト青報と,前章において既往研究より設定した情報

を合わせ,町屋敷内部の空間形態 と建物の断面仕様を設定した(補

表3)。 町屋敷内部における建物の断面仕様については,江 戸日訓ざ

後期と現代で構成材料の熱物1生値(日 射反射率 ・長波長放射率 ・日

射透過率 ・熱伝導率 ・容積比熱)に 違いはない。したがって,各 構

成材料の熱物卜生値には,現 代において計測された値を設定した。

補表3既 往研究と当時の史料より設定する町屋敷の空間形態と

建物の断面仕様(一部)

建物の種類

外観

(一例)

.1LII

路次側 裏庭側

1

表通り側 裏庭側

屋根材
表面材料 柿量さ 瓦茸さ

断面仕様
(mm)

柿板(15)/杉 板(6)/空 気層
(18)/杉 板(6)

桟瓦 α4)/砂(14)/杉 板
(6)/空 気層(18)/杉 板(6)

主要壁
面材

表面材料 押縁下見板(木 地/黒 塗 り) 押縁下見板(黒 塗 り)

断面仕様
(mm)

杉板(35)/空 気層(15)/杉 板
(20)/土 壁(14)

杉板(35)/空 気層(15)/杉 板
(20)/土 壁(28)

壁面材
1

名称 土壁 漆喰壁

表面材料 土壁 漆喰(白)

断面仕様
(mm)

土壁(14)/杉 板(20)/土 壁(14) 漆喰(4.5)/土 壁/(28)杉 板(20)
/土 壁(28)

4)本 史料は,神 田一日本橋間の日本橋通り西側を描いた内に描いた絵

図であり,伊藤(2003)は 『煕代勝覧』(1804)n)内 に描かれた日本

橋本銀町と,同 時代 における同地の沽券絵図とを比較した結果,

表長屋 ・裏長屋 ・路地の配置が一致することを示し,こ の史料の

絵師が当時の町並みを忠実に再現しようとしていたことを明らか

にしている。(参 考:伊 藤毅:描 かれた町屋,大 江戸日本橋絵巻

一 「煕代勝覧」の世界,講 談社,pp.82-86,2003)

5)本 回顧録の著者は銀座鎗屋町に在住しており,こ の町は既往研究)

の対象地である守山町に近接 している。

6)既 往研究2)・3)において,表面温度分布を再現する上では旧江戸町人

地の町屋敷内部は江戸時代後期と大きく変わらないことを確認 し

ている。

7)幕 末期(元 治元年(1864)以 前)にF.ベ ア トが撮影した愛宕山から

のパノラマ写真 と,明治22年(1889)に お茶の水のニコライ堂屋上

から撮影したパノラマ写真を対象に,両写真 より把握される日本橋

～京橋一帯の江戸町人地における樹木の存在を考察 した 結果,幕

府により建物高さが2階以下に規制されている江戸町人地において

屋根面より高い樹木の存在を確認 した。

8)既 往研究4)同様,HIPの 算出範囲には,対 象町屋敷とそれに面する

表通りを半分含めた。
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